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第1冊 『現代日本における思想の困難性』 伊藤　迪 地域経済研究所 1982年3月 昭和57年3月 113

第2冊
『由利財政の研究 ―明治維新と由利
財政―』

辻岡 正己 地域経済研究所 1984年12月 昭和59年12月 182

第3冊 『国際収支調整に関する政策的評価』 森井 昭顕 地域経済研究所 1985年10月 昭和60年10月 146

第4冊 『市場機構の意味』 吉澤 昌恭 地域経済研究所 1985年10月 昭和60年10月 102

第5冊
『独占的競争理論の研究―マーシャル
的産業論の立場からする価値論体系
化の試み―（上）』

北村 由之 地域経済研究所 1990年3月 平成2年3月 200

第6冊
『独占的競争理論の研究―マーシャル
的産業論の立場からする価値論体系
化の試み―（下）』

北村 由之 地域経済研究所 1990年3月 平成2年3月 363

第7冊
『若いハイネ  ―ハイネ伝のために―
』

木本 欽吾 地域経済研究所 1990年12月 平成2年12月 200

第8冊 『中国型経済システムの形成』 百々　和 地域経済研究所 1991年11月 平成3年11月 188

第9冊
『地域経済の発展と雇用・労働問題
（上）』

狭田 喜義 地域経済研究所 1991年12月 平成3年12月 200

第10冊
『地域経済の発展と雇用・労働問題
（下）』

狭田 喜義 地域経済研究所 1992年6月 平成4年6月 398

第11冊
『戦前における地理学・地理教育に関
する研究―西亀正夫の業績を通して
―』

三上 昭荘 地域経済研究所 1993年11月 平成5年11月 208

第12冊
『ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾃﾞｲｹﾝｽﾞ作 「大いなる遺産」
研究』

田辺 洋子 地域経済研究所 1994年11月 平成6年11月 177

第13冊 『滅びゆく感潮河川の貝類』 新川 英明 地域経済研究所 1994年12月 平成6年12月 178

第14冊
『「アダム･スミスの価値尺度論」に関
する海外における諸研究―19世紀末
から1970年代末―（上）』

中川 栄治 地域経済研究所 1995年12月 平成7年12月 335

第15冊
『「アダム･スミスの価値尺度論」に関
する海外における諸研究―19世紀末
から1970年代末―（下）』

中川 栄治 地域経済研究所 1995年12月 平成7年12月 336～660

第16冊 『歴史教育研究序説』 藤井 千之助 地域経済研究所 1997年3月 平成9年3月 186

第17冊
『広島菜栽培地域川内地区の経済地
理学的研究』

三上 昭荘 地域経済研究所 1998年3月 平成10年3月 193

第18冊
『社会と共生―国際経済社会における
共存共生システムに関する総合的考
察―』

社会と共生研究会 編 地域経済研究所 2000年6月 平成12年6月 287

第19冊
『The Changing Japanese Society And
The Law』

George R. Harada
Tomiyuki Ogawa

地域経済研究所 2000年3月 平成12年3月 152

第20冊 『家族と現代』 大田 孝太郎 編著 地域経済研究所 2001年3月 平成13年3月 199

第21冊
『近代企業における賃金管理制度の
研究』

手島 勝彦 地域経済研究所 2002年3月 平成14年3月 244

第22冊
『営業・販売組織における適応過程の
研究』

細井 謙一 地域経済研究所 2002年3月 平成14年3月 258

第23冊 『ドイツの歴史小説』 山口 裕 三修社 2003年2月 平成15年2月 267 4-384-01257-8

第24冊
『日本の統計調査の進化 ―20世紀に
おける調査の変貌―』

溝口 敏行 溪水社 2003年3月 平成15年3月 145 4-87440-744-7

第25冊 『中国対外経済論』
片岡 幸雄
鄭　海東

溪水社 2004年3月 平成16年3月 480 4-87440-806-0

第26冊 『WebClassによるe-Learningの試み』

高石 哲弥
大岩 雅子
濱 愼一
中村 純　共著

地域経済研究所 2006年3月 平成18年3月 126

第27冊 『営業生産性尺度の開発』
細井 謙一
竹村 正明　共著

地域経済研究所 2006年3月 平成18年3月 144

第28冊
『家庭生活の世代間変化と生活文化
の継承性―子ども時代の生活に関す
る中四国地方での調査報告―』

末広 菜穂子
石田 美清
竹林 栄治

地域経済研究所 2007年3月 平成19年3月 122 978-4-902619-01-0

広島経済大学研究双書
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第29冊 『カード・マーケティング』 池田 信寛 地域経済研究所 2007年3月 平成19年3月 302 978-4-902619-02-7

第30冊 『高齢者の歩行動作特性』 柳川 和優 地域経済研究所 2008年3月 平成20年3月 142 978-4-902619-05-8

第31冊
『日英関係経営史 ―英国企業の現地
経営とネットワーク形成―』

山内 昌斗 溪水社 2010年3月 平成22年3月 207 978-4-86327-087-9

第32冊 『ドイツ経営パートナーシャフト史』 増田 正勝 森山書店 2010年3月 平成22年3月 302 978-4-8394-2089-5

第33冊

『How Much CALL and How Much
HALL? 　An inquiry into the
Computer-Learner-Teacher Nexus in
Foreign　Language Learning: With
Special Reference to Teacher
Interventions　in a CALL Application
at Hiroshima University of
Economics』

Roger L. Reinoos
Namiko Sakoda
J.A.S. Wild
Nagako Matsumiya

地域経済研究所 2010年3月 平成22年3月 165 978-4-902619-07-2

第34冊
『キャッシュ・フロー会計情報論 ―制
度的背景と分析手法―』

永田 靖 中央経済社 2010年12月 平成22年12月 251 978-4-502-23660-0

第35冊
『こちらはＦＭハムスター～地域コミュ
ニティの未来を担う小さな一歩～』

松井 一洋
長谷川 泰志
古本 泊

㈱ジャパンイン
ターナショナル
総合研究所

2011年3月 平成23年3月 183 978-4-434-15546-8

第36冊
『ビジネス教育における新手法の開発
―「日本の18歳にふさわしいビジネス
教育の入口」の探究―』

細井 謙一
山内 昌斗
永田 靖
神尾 陽一
福田 覚　共著

地域経済研究所 2011年3月 平成23年3月 173 978-4-902619-08-9

第37冊
『言葉力により逆発想のススメ―ビジ
ネスにおける逆転の発想を生み出す
言葉の力に関する研究―』

中村 克洋 地域経済研究所 2011年11月 平成23年11月 164 978-4-902619-09-6

第38冊 『オリンピックと平和 ―課題と方法―』 内海 和雄 不昧堂 2012年6月 平成24年6月 614 978-4-8293-0493-8

第39冊 『金融時系列分析の理論と応用』
前川 功一
得津 康義　編著

地域経済研究所 2012年3月 平成24年3月 205 978-4-902619-10-2

第40冊 『中国対外経済貿易体制史【上】』 片岡 幸雄 溪水社 2013年3月 平成25年3月 484 978-4-86327-215-6

第41冊
『芥川龍之介の童話　―神秘と自己像
幻視の物語―』

武藤 清吾 翰林書房 2014年2月 平成26年2月 220 978-4-87737-361-0

第42冊
『スポーツと人権・福祉―「スポーツ基
本法」の処方箋―　』

内海 和雄 創文企画 2015年1月 平成27年1月 359 978-4-86413-059-2

第43冊
『キャリア教育と進路指導に関する研
究』

餅川 正雄 地域経済研究所 2016年3月 平成28年3月 246 978-4-902619-14-0

第44冊
『東アジアの経済成長の持続可能性
について』

福居 信幸
前川 功一
増原 義剛
野北 晴子
糠谷 英輝
小笠原 礼以
小松 正昭　編著

地域経済研究所 2016年3月 平成28年3月 247 978-4-902619-15-7

第45冊 ヘーゲルの媒介思想 大田 孝太郎 溪水社 2018年11月 平成30年11月 374 978-4-86327-440-2


